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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数面が開口する庫内に棚を備えたショーケースにおいて、
　前記庫内の奥行き方向に延在し、隣接する前記棚が相互に突き合わされる位置にて各棚
をそれぞれ支持する隣接した一対の棚支持具を備え、
　一方の前記棚支持具の下部より他方の前記棚支持具方向に突出した第１の支持具側重合
部と、
　他方の前記棚支持具の下部より一方の前記棚支持具方向に突出し、前記第１の支持具側
重合部上に重合する第２の支持具側重合部と、
　隣接する一方の前記棚の縁部より階段状に段落形成され、底辺が前記第２の支持具側重
合部上に重合する第１の棚側重合部と、
　隣接する他方の前記棚の縁部より下方に折返形成され、底辺が前記第１の棚側重合部上
に重合する第２の棚側重合部と、
　前記各重合部が重合した状態で、全ての重合部を着脱可能に結合する結合具とを備えた
ことを特徴とするショーケース。
【請求項２】
　前記一方の棚支持具に前記他方の棚が支持され、前記他方の棚支持具に前記一方の棚が
支持されることを特徴とする請求項１に記載のショーケース。
【請求項３】
　前記各重合部は前記各棚及び各棚支持具の前部に構成されていることを特徴とする請求
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項１又は請求項２に記載のショーケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数面が開口する庫内を備えたショーケース、特に当該庫内に架設される棚
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より複数面、二面乃至四面が開口する庫内に棚を備えたショーケースは、スーパー
マーケットなどの店舗において、冷蔵食品や生鮮食品等を陳列するために用いられている
。係るショーケースは、通常、冷却装置を備えるベース上に、ダクトを備える立設部が設
けられ、当該立設部の四面には、背面板が取り付けられる。そして、この立設部の四面に
は陳列棚が設けられる。この陳列棚は、奥行き方向に延在する棚支持具によって背面板に
着脱自在に、且つ、角度調整自在に支持される。
【０００３】
　コーナー部に設けられる陳列棚は、コーナー部側の端辺が、平面傾斜状に形成され、一
方の陳列棚の傾斜した側の側面フランジと、他方の陳列棚の傾斜した側の側面フランジと
が突き合わされたかたちで架設されている。そして、これら陳列棚を下方から支持する棚
支持具によって陳列棚を構成する各側面フランジを挟持し、中央部分より先端側の一箇所
をボルト及びナットにより両側面方向から挟持して螺着する。
【０００４】
　しかしながら係る棚の構成では、棚の下面側において棚の側面フランジの両側方向から
工具を用いて固定作業を行わなければならず、作業が煩雑となる問題があった。また、作
業性の問題からボルトとナットによる固定は、棚の先端側において行われる。そのため、
当該固定部分を軸として、棚板の後端や棚支持具の後端が上方に移動しやすくなり、背面
板に形成される係止孔から棚支持具が脱落してしまう問題がある。また、棚上の商品が棚
板の前側に集中的に載置されることにより、棚板先端側への荷重が集中し、これによって
も棚板の後端が上方に移動してしまい、棚支持具が背面板の係止孔から脱離し、棚ごと落
下してしまう問題がある。
【０００５】
　そこで、特許文献１に示されるように、各棚板の突き合わされる側面フランジに一側方
向に折曲されてなる重合部を形成し、これら側面フランジ間に挟持される棚支持具の先端
にも同様の方向に折曲されてなる重合部を形成し、これら重合部を重合させた状態で、ネ
ジにて共締めを行う固定方法が開発されている。
【特許文献１】特開２００１－８７９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した如き棚の固定方法では、各棚板の側面フランジの重合部と棚支
持具の重合部を重ね合わせるだけでは、各棚板は安定して棚支持具に保持されず、ネジに
て共締めが行われるまでは、棚板は不安定な状態とされる。一方、当該固定が行われる棚
板は、反対側に位置する側面フランジにおいても他の棚板の側面フランジと固定を行う必
要があり、一方を独立して行った場合には、他方の固定を行う際に、各重合部が重合でき
ず固定できなくなるという不都合が生じる。そのため、すべてのコーナー部を構成する棚
の突き合わせ部分を総合的に判断しながら固定作業を行わなければならず、作業が煩雑と
なる問題があった。
【０００７】
　また、上記コーナー部分の棚の形状では、各棚板の側面フランジを突き合わせて棚のコ
ーナー部分を形成するものであったため、寸法誤差が生じやすく、取付時において、ずれ
を生じることなく、適切にコーナー部を形成することが困難であった。
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【０００８】
　更に、各棚板に形成される前面フランジには、棚板の装飾機能を有すると共に、陳列商
品の価格や品名などを表示するための表示カードが取り付けられる棚飾りが取り付けられ
る。そして、コーナー部を構成する棚の突き合わせ部分の先端には、当該棚飾り間に位置
してコーナー飾りが取り付けられる。
【０００９】
　しかし、当該コーナー飾りは、隣接する棚飾りの相互に突き合わされる端部を被覆する
ように構成されており、当該コーナー飾りの取付は、棚飾りの端部に挿入することにより
行われていた。そのため、棚上の商品の出入作業を行う際に、作業者の袖等がコーナー飾
りに引っ掛かり、容易に脱落してしまう問題があった。また、棚飾りに加えられた衝撃等
によっても、コーナー飾りが棚飾りから脱落してしまう問題があった。
【００１０】
　そこで、本発明は従来の技術的課題を解決するためになされたものであり、棚を安定し
て架設することができると共に、陳列性能の向上及び外観の向上を実現することができる
ショーケースを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のショーケースは、複数面が開口する庫内に棚を備えたものであって、庫内の奥
行き方向に延在し、隣接する棚が相互に突き合わされる位置にて各棚をそれぞれ支持する
隣接した一対の棚支持具を備え、一方の棚支持具の下部より他方の棚支持具方向に突出し
た第１の支持具側重合部と、他方の棚支持具の下部より一方の棚支持具方向に突出し、第
１の支持具側重合部上に重合する第２の支持具側重合部と、隣接する一方の棚の縁部より
階段状に段落形成され、底辺が第２の支持具側重合部上に重合する第１の棚側重合部と、
隣接する他方の棚の縁部より下方に折返形成され、底辺が第１の棚側重合部上に重合する
第２の棚側重合部と、各重合部が重合した状態で、全ての重合部を着脱可能に結合する結
合具とを備えたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項２の発明のショーケースは、上記発明において、一方の棚支持具に他方の棚が支
持され、他方の棚支持具に一方の棚が支持されることを特徴とする。
【００１３】
　請求項３の発明のショーケースは、上記各発明において、各重合部は各棚及び各棚支持
具の前部に構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、複数面が開口する庫内に棚を備えたショーケースにおいて、庫内の奥
行き方向に延在し、隣接する棚が相互に突き合わされる位置にて各棚をそれぞれ支持する
隣接した一対の棚支持具を備え、一方の棚支持具の下部より他方の棚支持具方向に突出し
た第１の支持具側重合部と、他方の棚支持具の下部より一方の棚支持具方向に突出し、第
１の支持具側重合部上に重合する第２の支持具側重合部と、隣接する一方の棚の縁部より
階段状に段落形成され、底辺が前記第２の支持具側重合部上に重合する第１の棚側重合部
と、隣接する他方の棚の縁部より下方に折返形成され、底辺が第１の棚側重合部上に重合
する第２の棚側重合部と、各重合部が重合した状態で、全ての重合部を着脱可能に結合す
る結合具とを備えたので、各棚を支持する棚支持具に形成される支持具側重合部に、各棚
の端部に形成される棚側重合部を載置するだけで、各棚は安定して各棚支持具に支持され
ることとなる。そのため、各棚を安定して架設することが可能となり、容易に棚が脱落し
てしまう不都合を回避することができる。これにより、棚の信頼性を向上させることがで
きる。
【００１５】
　また、各支持具側重合部を載せ合わせ、更に当該支持具側重合部に各棚側重合部を載せ
合わせることで、各棚及び支持具を結合させることから、位置合わせ及び着脱が容易とな
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る。特に、各重合部が重ね合わされた重合部は、他方の棚の第２の棚側重合部によって隠
蔽されるため、第１及び第２の棚によって形成されるコーナー部を平坦なものとすること
ができる。これにより、陳列性能の向上、及び外観の向上を実現することができる。
【００１６】
　更に、これら各支持具側重合部及び各棚側重合部は、各重合部が重合した状態で、すべ
ての重合部を結合具によって着脱可能に結合することで、より一層安定して、且つ、確実
に棚を架設することが可能となる。
【００１７】
　請求項２の発明によれば、上記発明において、一方の棚支持具に他方の棚が支持され、
他方の棚支持具に一方の棚が支持されるので、他方の棚支持具の第２の支持具側重合部に
一方の棚の第１の棚側重合部を重合することで、他方の棚支持具と一方の棚を重合部まで
渡って密着させることができ、より一層安定して棚を架設することが可能となる。
【００１８】
　請求項３の発明によれば、上記各発明において、各重合部は各棚及び各棚支持具の前部
に構成されているので、結合具による結合作業を容易に行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に、図面に基づき本発明の実施形態を詳述する。図１は本発明を適用したショーケー
ス１の全体斜視図、図２は棚装置７の架設状態を説明する棚装置７の拡大斜視図である。
実施例のショーケース１は、スーパーマーケット等の店舗内において冷凍食品や生鮮食品
を陳列販売するもので、図１に示すように少なくとも隣接する二面乃至四面が開口してい
る。
【００２０】
　このショーケース１は、内部に冷却装置を備えるベース２と、このベース２の略中央部
に設けられ、ダクトを備える立設部３と、この立設部３の上部に設けられ、冷気の吹出口
を備える庇状の天板４とから本体５が構成され、これらベース２と、立設部３と、天板４
にて囲繞される空間に商品を陳列するための陳列室６を形成している。
【００２１】
　本体５を構成する立設部３の外面には図２に示す如き複数の支柱８、９が上下に渡って
取り付けられている。本実施例におけるショーケース１は、平面矩形状に形成されている
ため、立設部３の角隅部に支柱８がそれぞれ立設されると共に、長手方向に延在する立設
部３の外面には、更に支柱９が立設される。この支柱９の外面には、上下方向に渡って複
数の係合孔９Ａが所定間隔を存して穿設されている。係合孔９Ａは、上下に長く形成され
た長孔形状とされ、後述する棚装置７を構成する棚支持具１１の後端に形成される係合爪
１２を係脱自在に係止可能としている。
【００２２】
　角隅部に立設される支柱８には、立設部３の外面に沿って形成される背面板１０が取り
付けられる。この背面板１０は、立設部３の角隅部、即ち、支柱８の外面に相当する位置
には、当該背面板１０に架設される棚装置７の外端に形成されるコーナー部７Ａに面する
ように所定角度にて折曲形成される角隅取付面１０Ａが形成されている。そして、この角
隅取付面１０Ａには、複数の係合孔１０Ｂが上下方向に渡って少なくとも二列、所定間隔
を存して穿設される。また、本実施例では、立設部３の一面は少なくとも２枚の背面板１
０にて囲繞されており、角隅取付面１０Ａが形成される側とは反対側の端部には、同様に
上下方向に渡って所定間隔を存して複数の係合孔１０Ｃが穿設される。各係合孔１０Ｂ、
１０Ｃは、上記係合孔９Ａと同様に、上下に長く形成された長孔形状とされ、後述する棚
装置を構成する棚支持具１１、２０、３０のそれぞれの後端に形成される係合爪１２、２
０Ａ、３０Ａを係脱自在に係止可能としている。
【００２３】
　そして、これら支柱８、支柱９にて支持される背面板１０には、複数の棚装置７が係止
されることで、陳列室６内には、複数段の棚装置７が架設される。
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【００２４】
　以下、棚装置７の構成、特に当該棚装置７の角隅部の構造について図３乃至図１７を参
照して説明する。図３は棚装置７の角隅部の部分拡大斜視図、図４は第１の棚側板２１の
斜視図、図５は第２の棚側板３１の斜視図、図６は第１の棚支持具２０の斜視図、図７は
第２の棚支持具３０の斜視図、図８は第１の棚支持具２０と第２の棚支持具３０が重合し
た状態を示す斜視図、図９は図８の状態に第１の棚板１３を構成する棚側板２１の第１の
棚側重合部２４が重合した状態を示す斜視図、図１０は図９の状態に第２の棚板１４を構
成する棚側板３１の第２の棚側重合部３４が重合した状態を示す斜視図、図１１は図３の
棚装置７の縦断面図、図１２は各重合部の重合関係を示す断面拡大図、図１３は棚装置７
を下方から見た斜視図、図１４は第２の棚板１４の斜視図、図１５は棚装置７の角隅部の
部分透視拡大平面図、図１６は第２の棚板１４とコーナー飾り４０の部分拡大斜視図、図
１７は棚装置７のコーナー部７Ａの部分側面図を示している。
【００２５】
　陳列室６に架設される棚装置７は、立設部３に対し開口される二面又は四面に取り付け
られるため、それぞれの面に対し設けられる棚板と、これら棚板を架設支持するための棚
支持具１１、２０、３０とから構成される。尚、隣接して設けられる棚板の一方を棚板１
３（第１の棚板）とし、他方を棚板１４（第２の棚板）とする。
【００２６】
　棚板１３、１４は、二面又は四面に渡って取り付けられることから、隣接して設けられ
る棚板１３、１４の突き合わされる端面１３Ａ、１４Ａは、立設部３又は棚板１３の立設
部３と平行に形成される外端に対し所定角度にて傾斜して形成される。本実施例では、突
き合わされる両棚板１３、１４の傾斜角度を同様とすることから立設部３の外面と約１３
５°、棚板１３、１４の立設部３と平行に形成される外端と約４５°の角度を成すように
、傾斜して形成される。
【００２７】
　棚板１３、１４は、鋼板製材料にて形成されており、それぞれ商品を載置する載置面１
５と、当該載置面の立設部３側及び顧客側の端部は下方に折曲される図示しない後壁及び
前壁１６（前記端面）とが形成される。そして、第２の棚板１４と突き合わされる端面１
３Ａ側の棚板１３の奥行き方向に延在する側端には、棚側板（第１の棚側板）２１が取り
付けられる。第１の棚板１３と突き合わされる端面１４Ａ側の棚板１４の奥行き方向に延
在する側端には、棚側板（第２の棚側板）３１が取り付けられる。尚、これら棚板１４の
他側に位置する側端には、断面略Ｌ字状に形成される図示しない棚側板が取り付けられる
。
【００２８】
　第１の棚側板２１は、図４に示すように断面略Ｌ字状に折曲形成された鋼板製部材であ
り、第１の棚板１３の側端にスポット溶接等により固定される固定面２２と、当該固定面
２２の棚板１３の端面１３Ａ側に位置する端部が下方に向けて略直角に折曲形成される側
面２３とから構成される。この側面２３の前部には、下端が固定面２２が形成される側と
は反対側、即ち、当該棚側板２１が棚板１３に取り付けられた状態で、当該棚板１３の端
面１３Ａと突き合わされる棚板１４の端面１４Ａ側に向けて略直角に折曲される棚側重合
部２４（第１の棚側重合部）が形成されている。これにより、当該棚側板２１が棚板１３
に取り付けられることで、棚板１３の端面１３Ａより階段状に段落形成され、当該階段状
の底辺を構成する辺が棚側重合部２４とされる。そして、この棚側重合部２４には、上下
に貫通される結合具挿入孔２５が形成されている。尚、固定面２２に形成される二箇所の
切欠２２Ａ、２２Ａは、当該棚側板２１が固定される棚板１３の下面に取付られる補強部
材２６、２６を回避するための切欠である。
【００２９】
　第２の棚側板３１は、図５に示すように断面略Ｌ字状に折曲形成された鋼板製部材であ
り、第２の棚板１４の側端にスポット溶接等により固定される固定面３２と、当該固定面
３２の棚板１４の端面１４Ａ側に位置する端部が下方に向けて略直角に折曲形成される側
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面３３とから構成される。この側面３３の前部には、下端が固定面３２が形成される側に
向けて略直角に折曲される棚側重合部３４（第２の棚側重合部）が形成されている。これ
により、当該棚側板３１が棚板１４に取り付けられることで、棚板１４の端面１４Ａより
下方に折返形成され、当該折返形成された底辺を構成する辺が棚側重合部３４とされる。
そして、この棚側重合部３４には、上下に貫通される結合具挿入孔３５が形成されている
。尚、固定面３２に形成される二箇所の切欠３２Ａ、３２Ａは、当該棚側板３１が固定さ
れる棚板１４の下面に取り付けられる補強部材３６、３６を回避するための切欠である。
【００３０】
　また、この棚側板３１の側面３３の前端には、詳細は後述する棚板１４に形成される延
出部１７と共にコーナー部７Ａを構成する延出部構成片３７が形成されている。この延出
部構成片３７は、延出部１７の端面に沿って折曲形成されるものであり、棚板１４の前壁
１６と略平行となるように形成される延出部後面３７Ａと、当該延出部後面３７Ａの前端
が前記棚板１４の前壁１６の端面に近接する方向に略直角に折曲される延出部側面３７Ｂ
とが連続して一体に形成される。
【００３１】
　これにより、当該棚側板３１が、棚板１４に取り付けられることで、延出部構成片３７
は、棚板１４に形成される延出部１７の下面に当接し、当該延出部１７の棚板１３側に面
する後面及び、棚板１３の前壁１６と略面一となる延出部１７の側面が形成される。尚、
これら延出部後面３７Ａ及び延出部側面３７Ｂが突き合わされる角隅部には、切欠３７Ｃ
、３７Ｃが形成されており、当該切欠３７Ｃは、後述するコーナー飾り４０に形成される
補助係合片４１が係脱自在に係止される。
【００３２】
　そして、上述の如く棚側板２１が取り付けられた棚板１３は、棚支持具３０（第２の棚
支持具）に支持されて背面板１０に係止されると共に、棚側板３１が取り付けられた棚板
１４は、棚支持具２０（第１の棚支持具）に支持されて背面板１０に係止される。
【００３３】
　ここで、棚板１４を架設支持する棚支持具２０は、図６に示すように、棚板１４の側端
（端面１４Ａ）に沿って奥行き方向に延在して形成された鋼板製部材であり、後端に前記
背面板１０の角隅取付面１０Ａに形成された係合孔１０Ｂと係脱自在に係止される複数の
係合爪２０Ａが形成される。また、この棚支持具２０の上端には、棚板１４側に略直角に
折曲されて棚板１４及び当該棚板１４を構成する棚側板３１を支持するための棚支持面２
７が形成されている。
【００３４】
　更に、この棚支持具２０には、前端が所定角度にて棚板１４側に折曲された後再び、棚
側板３１と略平行に折曲された棚支持具前部２８が形成されており、当該棚支持具前部２
８の下端には、他方の棚板１３の棚側板２１側に向けて略直角に折曲された支持具側重合
部２９（第１の）が形成されている。これにより、当該支持具側重合部２９は、他方の棚
板１３の棚側板２１及び当該棚板１３を支持する棚支持具３０方向に向けて突出して形成
される。そして、この支持具側重合部２９には、上下に貫通される結合具挿入孔４４が形
成されている。尚、当該棚支持具前部２８の上端も、上端が棚板１４側に略直角に折曲さ
れて棚板１４及び当該棚板１４を構成する棚側板３１を支持するための棚支持面２８Ａが
形成されている。
【００３５】
　他方、棚板１３を架設支持する棚支持具３０は、図７に示すように、棚板１３の側端（
端面１３Ａ）に沿って奥行き方向に延在して形成された鋼板製部材であり、後端に前記背
面板１０の角隅取付面１０Ａに形成された係合孔１０Ｂと係脱自在に係止される複数の係
合爪３０Ａが形成される。また、この棚支持具３０の上端には、棚板１３側に略直角に折
曲されて棚板１３及び当該棚板１３を構成する棚側板２１を支持するための棚支持面４５
が形成されている。
【００３６】
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　更に、この棚支持具３０には、前端が所定角度にて棚板１４側に折曲された後再び、棚
側板２１と略平行に折曲された棚支持具前部４６が形成されており、当該棚支持具前部４
６の下端には、他方の棚板１４の棚側板３１側に向けて略直角に折曲された支持具側重合
部４７（第２の）が形成されている。これにより、当該支持具側重合部４７は、他方の棚
板１４の棚側板３１及び当該棚板１４を支持する棚支持具２０方向に向けて突出して形成
される。そして、この支持具側重合部４７には、上下に貫通される結合具挿入孔４８が形
成されている。尚、当該棚支持具前部４６の上端も、上端が棚板１３側に略直角に折曲さ
れて棚板１３及び当該棚板１３を構成する棚側板２１を支持するための棚支持面４６Ａが
形成されている。
【００３７】
　尚、上述した如き第１の棚板１３を構成する棚側板２１の第１の棚側重合部２４と、第
２の棚板１４を構成する棚側板３１の第２の棚側重合部３４と、第１の棚板１３を架設支
持する第１の棚支持具３０の第２の支持具側重合部４７と、第２の棚板１４を架設支持す
る第２の棚支持具２０の第１の支持具側重合部２９は、一箇所、本実施例では、棚装置７
のコーナー部７Ａ下方に集約されて、結合されることとなるが、これら各重合部は、下か
ら順に第１の支持具側重合部２９、第２の支持具側重合部４７、第１の棚側重合部２４、
第２の棚側重合部３４が重なり合う構成とされている。
【００３８】
　即ち、これら４つの重合部のうち、第１の支持具側重合部２９が最も低く、且つ幅寸法
が広く形成されており、次に、第２の支持具側重合部４７が低く形成され且つ、幅寸法が
第１の支持具側重合部２９に次いで広く形成されている。また、第１の棚側重合部２４は
、第２の支持具側重合部４７に上から重合可能に且つ、当該支持具側重合部４７が形成さ
れる棚支持具３０の棚支持具前部４６と、第１の棚側重合部２４が形成される棚側板２１
の側面２３の前部とが、前後に渡って密着可能に形成されている。更に、第２の棚側重合
部３４は第１の棚側重合部２４に上から重合可能且つ、当該第２の棚側重合部３４が形成
される棚側板３１の側面３３と、第１の棚側重合部２４が形成される棚側板２１の側面２
３とが当接、若しくは近接可能に形成されている。
【００３９】
　更に、各重合部に形成される結合具挿入孔２５、３５、４８、４４は、いずれも重合可
能な位置に形成されているものとする。
【００４０】
　以上の構成により、棚装置７を構成する棚板１３、１４を架設する際には、先ず、背面
板１０の角隅取付面１０Ａに形成される係合孔１０Ｂに、それぞれの棚支持具２０、３０
の係合爪２０Ａ、３０Ａを係合させる。このとき、角隅取付面１０Ａには少なくとも二列
に上下方向に渡って係合孔１０Ｂが形成されており、一方の列に第１の棚板１３を架設支
持する第１の棚支持具３０を係合させると共に、他方の列に第２の棚板１４を架設支持す
る第２の棚支持具２０を係合させる。尚、本実施例では、図２に示す如く図面向かって左
側に第１の棚板１３を架設し、向かって右側に第２の棚板１４を架設するため、角隅取付
面１０Ａに形成される係合孔１０Ｂの向かって左側に形成される係合孔１０Ｃの列に第１
の棚支持具３０を架設し、向かって右側に形成される係合孔１０Ｃの列に第２の棚支持具
２０を架設するものとする。
【００４１】
　これにより、各棚支持具２０、３０の前部には、支持具側重合部２９、４７が形成され
ているため、第２の棚支持具２０の前部に形成されている支持具側重合部２９の上面に、
第１の棚支持具３０の前部に形成されている支持具側重合部４７を重合させる（図８）。
尚、この状態において、第１の棚支持具３０と第２の棚支持具２０との間には、重合され
る各重合部２９、４７が形成されていることから、奥行き方向には所定間隔の隙間が形成
されている。
【００４２】
　その後、第１の棚支持具３０の上方から第１の棚板１３を載置する。尚、棚支持具３０
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にて支持されない側の棚板１３の端部は、棚支持具１１によって架設支持される。このと
き、棚板１３の棚板１４との突き合わせ側の端面１３Ａには、棚側板２１が設けられてい
ることから、当該棚側板２１の第１の棚側重合部２４が第１の棚支持具３０の支持具側重
合部４７の上面に重合される（図９）。尚、このとき、支持具側重合部４７が形成される
棚支持具３０の棚支持具前部４６と、第１の棚側重合部２４が形成される棚側板２１の側
面２３の前部とが、前後に渡って密着されるため、当該棚支持具３０への棚側板２１の架
設支持が安定する。また、棚側板２１の側面２３は、各棚支持部材２０、３０間に形成さ
れた奥行き方向の隙間内に収容されるため、邪魔とならない。これにより、第１の棚板１
３は、第１の棚支持具３０及び他方の棚支持具１１によって、載置するのみで安定して架
設支持される。
【００４３】
　次に、第２の棚支持具２０の上方から第２の棚板１４を載置する。尚、棚支持具２０に
て支持されない側の棚板１４の端部は、棚支持具１１によって架設支持される。このとき
、棚板１４の棚板１３との突き合わせ側の端面１４Ａには、棚側板３１が設けられている
ことから、当該棚側板３１の第２の棚側重合部３４が第１の棚側重合部４７の上面に重合
される（図１０）。
【００４４】
　ここで、棚側重合部３４は、棚板１４の端面１４Ａより下方に折返形成されているため
、各重合部２９、４７、２４、３４が重合される重合面は、当該棚側板３１が取り付けら
れる棚板１４の載置面１５によって隠蔽される。また、棚側板２１の側面２３と、棚側板
３１の側面３３とが当接、若しくは近接していることから、棚板１３の載置面１５と棚板
１４の載置面１５とは、ほぼ段差なく略面一とされる。これにより、第１の棚板１３及び
第２の棚板１４によって形成される棚装置７のコーナー部７Ａを平坦なものとすることが
でき、陳列性能の向上、及び外観の向上を実現することができる。
【００４５】
　尚、この場合において、棚側板３１の側面３３は、各棚支持部材２０、３０間に形成さ
れた奥行き方向の隙間内に収容されるため、邪魔とならない。これにより、第２の棚板１
４は、第２の棚支持具２０及び他方の棚支持具１１によって、載置するのみで安定して架
設支持される。
【００４６】
　係る構成により、第１の支持具側重合部２９と第２の支持具側重合部４７とを載せ合わ
せ、更に、支持具側重合部４７が形成される棚支持具３０に第１の棚板１３の棚側重合部
２４を載せ、当該棚側重合部２４に支持具側重合部２９が形成される棚支持具２０に架設
支持される第２の棚板１４の棚側重合部３４を載せ合わせることで、各棚１３、１４及び
支持具２０、３０を結合させることから、位置合わせ及び着脱が容易となる。
【００４７】
　特に、各棚支持具２０、３０に形成された各重合部２９、４７を載せ合わせることで、
確実に棚支持具２０、３０を安定して結合することができる。係る状態において、各棚板
１３、１４の各重合部２４、３４を当該棚支持具２０、３０に形成される重合部２９、４
７に載せ合わせるだけで、当該棚板１３、１４の前端部分を確実に棚支持具２０、３０に
支持させることが可能となる。特に、係る重合部２９、４７、２４、３４は、一箇所に集
約されて重合されることから、背面板１０の角隅取付面１０Ａに形成される係合孔１０Ｂ
との係合に対し安定して棚支持具２０、３０及び棚板１３、１４の取付を行うことが可能
となる。
【００４８】
　そのため、棚上の商品が棚板１３、１４の前側に集中的に載置されることにより、棚板
１３、１４先端側への荷重が集中した場合であっても、棚板１３、１４の後端が上方に移
動してしまい、棚支持具２０、３０が背面板１０の係止孔１０Ｂから脱離し、棚１３、１
４ごと落下してしまう不都合を解消することが可能となる。これにより、棚の信頼性を向
上させることができる。
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【００４９】
　また、各重合部２９、４７、２４、３４に形成される結合具挿入孔２５、３５、４８、
４４は、いずれも重合可能な位置に形成されているため、これら重合部の下方から各結合
具挿入孔２５、３５、４８、４４に渡って結合具４９を挿入し、固定する。
【００５０】
　これにより、すべての重合部２９、４７、２４、３４を一つの結合具４９によって着脱
可能に結合することで、より一層安定して、且つ、確実に棚１３、１４を架設することが
可能となる。また、各重合部２９、４７、２４、３４は、棚支持具２０、３０及び棚側板
２１、３１の前部に構成されているので、当該結合部４８による結合作業を容易に行うこ
とが可能となる。
【００５１】
　一方、図１４、図１５に示されるように第１の棚板１３の端面１３Ａと相互に突き合わ
される第２の棚板１４の突き合わせ側の先端部には、第１の棚板１３の端面１３Ａの先端
側に向けて延出する延出部１７が形成される。この延出部１７は、前記棚側板３１の側面
３３に形成される延出部構成片３７と共に棚装置７のコーナー部７Ａを構成するものであ
り、第２の棚板１４の突き合わせ側の端面１４Ａの先端部分において、当該端面１４Ａと
鈍角を形成すると共に、当該第２の棚板１４の前壁１６と略平行となるように形成され、
当該延出部１７の先端面１７Ａは、第２の棚板１４の前壁１６と略直交する構成とされて
いる。これにより、当該延出部１７の先端面は、第１の棚板１３の前壁１６と略面一とな
る構成とされる。
【００５２】
　また、第２の棚板１４の前壁１６と連続して構成される延出部１７の前壁端部には、後
述するコーナー飾り４０の係合部４２を係脱自在に挿入可能とする係合孔１６Ａが形成さ
れている。
【００５３】
　他方、第２の棚板１４の端面１４Ａと相互に突き合わされる第１の棚板１３の突き合わ
せ側の端面１３Ａの先端部１３Ｂは、当該第２の棚板１４の端面１４Ａと連続して形成さ
れる延出部１７と当接するように、延出部１７と同様に第２の棚板１４の前壁１６と略平
行となるように形成される。
【００５４】
　これにより、第１の棚板１３と第２の棚板１４とが相互に突き合わされる端面１３Ａ、
１４Ａは、第２の棚板１４に形成される延出部１７と、第１の棚板１３に形成される先端
部１３Ｂとによって、容易に端面１３Ａ、１４Ａの突き合わせ作業を行うことができるよ
うになる。また、棚板１３、１４の端面１３Ａ、１４Ａを突き合わせることによって形成
されるコーナー部７Ａは、棚板１４に形成される延出部１７の一部材により構成されるこ
とから、二枚の棚を突き合わせることによって先端部分のコーナー部を構成する場合に比
して、寸法誤差が生じにくくなり、棚板の取付作業性が向上される。
【００５５】
　尚、当該棚板１４に形成される延出部１７は、上述したように当該棚板１４に取り付け
られる棚側板３１の延出部構成片３７によって、当該延出部１７の棚板１３側に面する後
面（延出部後面３７Ａ）及び、棚板１３の前壁１６と略面一となる延出部１７の側面（延
出部側面３７Ｂ）が形成される。
【００５６】
　一方、各棚板１３、１４の立設部３側とは反対側の端面に形成される前壁１６には、棚
装置７に陳列される陳列商品の価格や品名を表示するための表示カードを取り付けるため
の直線状の棚飾り１８が装着される。そして、この棚飾り１８の内側には、前壁１６との
間に位置して陳列商品の落下を防止するためのガード１９が挿入され、立設されている。
【００５７】
　この棚飾り１８は、硬質合成樹脂やアルミニウム等により成形されており、図１１に示
すように、後下部の取付部１８Ａと、前上部の押さえ部１８Ｂ及びその下方の保持部１８
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Ｃとからなり、取付部１８Ａを棚板１３又は１４の前壁１６の下端に形成されるフランジ
１６Ａに係合して棚飾り１８は棚板１３又は１４に取り付けられる。
【００５８】
　この状態で、押さえ部１８Ｂは棚板の前壁１６との間に間隔を存して対向し、この間隔
内に上からガード１９が挿入され、立設されることになる。また、保持部１８Ｃは棚板１
３又は１４側に窪んだ断面円弧状を呈しており、この前面上下端に形成した溝間に図示し
ない表示カードが填め込まれて保持される。
【００５９】
　そして、これら棚飾り１８の相互に突き合わされるコーナー部７Ａには、コーナー飾り
４０が取り付けられる。このコーナー飾り４０は、棚飾り１８の断面形状と略同様の断面
形状を有しており、棚飾り１８と同様に硬質合成樹脂やアルミニウム等により成形されて
いる。
【００６０】
　このコーナー飾り４０は、直交する両棚飾り１８、１８のそれぞれの端面に面する端面
を有すると共に、当該コーナー飾り４０が取り付けられる棚板１４の前壁１６に向けて突
出して係合部４２が形成される。また、当該コーナー飾り４０の一方の端面、本実施例で
は、棚板１３の前壁１６に設けられる棚飾り１８に面する端面に、棚板１４の前壁１６方
向と略同一方向、実際には、当該棚板１４の前壁１６と略面一に形成される延出部側面３
７Ｂに向けて突出する補助係合片４１が形成される。
【００６１】
　係る構成により、棚板１３及び１４の前壁１６に棚飾り１８、１８が取り付けられた状
態で、当該棚板１４のコーナー部７Ａを構成する延出部１７に当該コーナー飾り４０を取
り付ける。このとき、コーナー飾り４０の係合部４２を延出部１７の前壁端部に形成され
た係合孔１６Ａに挿入することにより係合させ、延出部１７を構成する延出部後面３７Ａ
及び延出部側面３７Ｂが突き合わされる角隅部に形成された切欠３７Ｃに、コーナー飾り
４０の補助係合片４１を補助的に係合させる。
【００６２】
　これにより、コーナー飾り４０の両端面は、各棚板１３、１４の前壁１６に取り付けら
れた棚飾り１８、１８の端面に当接又は近接された状態で、棚装置７のコーナー部７Ａに
取り付けられる。
【００６３】
　このとき、コーナー飾り４０が取り付けられる延出部１７は、一方の棚板１４に形成さ
れているため、コーナー飾り４０の取付時における作業を容易に行うことができる。特に
、従来の棚構成では、コーナー部は棚板１３、１４先端部分を突き合わせることにより形
成されていたため、棚の架設時における先端部分の突き合わせ位置をきっちりと合わせる
ことが困難であり、コーナー飾りの取付作業が煩雑且つ、外れやすいものであったが、当
該構成によれば、コーナー飾り４０は、一方の棚板１４に取り付けることで行われるため
、棚板１３、１４の位置合わせに影響されることなくコーナー飾り４０の取付を行うこと
が可能となる。これにより、当該棚装置７付近を移動する人などが接触することでコーナ
ー飾り４０が脱落しがたくなり、当該コーナー飾り４０を紛失してしまう不都合を抑制す
ることが可能となる。
【００６４】
　尚、本実施例では、コーナー飾り４０の両端面は、各棚板１３、１４の前壁１６に取り
付けられた棚飾り１８、１８の端面に当接又は近接された状態で取り付けられるものとし
ているが、当該構成に限定されるものではなく、例えば、一方又は両方の端面が棚飾り１
８と棚板前端１６との間に挿入され、重合される構成としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明を適用したショーケースの全体斜視図である。
【図２】棚装置の架設状態を説明する棚装置の拡大斜視図である。
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【図３】棚装置の角隅部の部分拡大斜視図である。
【図４】第１の棚側板の斜視図である。
【図５】第２の棚側板の斜視図である。
【図６】第１の棚支持具の斜視図である。
【図７】第２の棚支持具の斜視図である。
【図８】第１の棚支持具と第２の棚支持具が重合した状態を示す斜視図である。
【図９】図８の状態に第１の棚板を構成する棚側板の第１の棚側重合部が重合した状態を
示す斜視図である。
【図１０】図９の状態に第２の棚板を構成する棚側板の第２の棚側重合部が重合した状態
を示す斜視図である。
【図１１】図３の棚装置の縦断面図である。
【図１２】各重合部の重合関係を示す断面拡大図である。
【図１３】棚装置を下方から見た斜視図である。
【図１４】第２の棚板の斜視図である。
【図１５】棚装置の角隅部の部分透視拡大平面図である。
【図１６】第２の棚板とコーナー飾りの部分拡大斜視図である。
【図１７】棚装置のコーナー部の部分側面図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１　　ショーケース
　３　　立設部
　６　　陳列室
　７　　棚装置
　７Ａ　コーナー部
　１０　背面板
　１３　棚板（第１の）
　１３Ａ、１４Ａ　突き合わせ端面
　１３Ｂ　先端部
　１４　棚板（第２の）
　１５　載置面
　１６　前壁
　１６Ａ　係止孔
　１７　延出部
　１７Ａ　先端面
　１８　棚飾り
　２０　棚支持具（第２の）
　２０Ａ、３０Ａ　係合爪
　２１　棚側板（第１の）
　２３、３３　側面
　２４　棚側重合部（第１の）
　２５、３５、４４、４８　結合具挿入孔
　２８、４６　棚支持具前部
　２９　支持具側重合部（第１の）
　３０　棚支持具（第１の）
　３１　棚側板（第２の）
　３４　棚側重合部（第２の）
　３７　延出部構成片
　３７Ａ　延出部後面
　３７Ｂ　延出部側面
　４０　コーナー飾り
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　４１　補助係合片
　４２　係合部
　４７　支持具側重合部（第２）
　４９　結合具
                                                                                

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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